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原子 力 と 水

ーーその明暗一一

三宅泰雄

原子力は化石燃料が枯渇したあかつきには，人類がそれによって，生産活

動をつづけなければならぬエネルギー源である。水は人類はじまってこのか

た，人間の生命と生活とをささえ，こんごも，ささえるであろう物質である。

この 2つの，人聞にと って最重要なものが，おたがL、に，どのようなかかわ

りあいをもつか，を考えてみることは，人聞の未来を知るとに，きわめて興

味のあることがらである。

地球の表面の 4分の 3は海でおおわれていて，そこには英大な水がたたえ

られている。しかし，海水は 3.5% の境類をふくみ，陸上の生物には，直接

の役にはたたない。淡水は，水全体の l.8% 弱しかないが，そのほとんどは

氷であって，っかえる水（よ 0.035% にすぎない。

淡水は，降水によ って供給されるが， 降水量の世界平均は，年間 800ミリ

くらいである。

これだけの水によって，とt：物 が育くまれ，食糧が生産され，工業がおこ

り，人々の日常生活がし、となまれている。しかし水の地斑的な分布，季節

的な分布は，きわめて不均ーであり，陸地のなかには，大きい乾燥地帯を生

じ，また逆に，湿潤地帯ができ，入閣の生、活に多大の制限をあたえている。
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人聞が住めると ころでも，水の空間的，時間的な偏在が，文明の発達を阻

害してきた。また，年々おこる水害，干筈，水汚染などの被害は，多くの損

害を人々にあたえている。

水が，人聞の生活の基本財であるように，エネノレギーは人聞の生活の向

上，発展の原動力である。有史以来，人々は主として太陽のエヰノレギーにた

よってくらしてきた。産業革命以来，多量につかわれは じめた化石燃料も，

地下にたくわえられている太陽エネルギーにほかならない。

人間のエネノレギ一需要は，ほぼ 25年から 30年で倍加している。水と同様

に，エネノレギー資源の分布も不均一であり，人々にエネノレギーをひとしくあ

たえることはできなかった。

化石燃料をう ぱいあうために，多くの戦争がおこ なわれた。それと同様

に，水をうばいあうためにも，大小の争いがあった。土地を争うための戦争

は， じつは多くの場合，水のうばいあいでもあった。いう までもなく，ゆた

かな土地とは，ゆたかな水をもっ土地のことである。

化石燃料の貯蔵量が，まだどれくらいあるか，という聞には，いますぐに

は，かんたんにこたえられなし、。しかし，それが，太陽エネノレギーの貯蔵で

あるかぎり，いつかは絶えるにちがし、ない。また，エネノレギー需要の急速な

のびは，化石燃料の枯渇をはやめるであろう。

化石燃料にかわるものとして，原子力が登場した。いまはウランの同位体

〈ウラン235）の核分裂エネノレギーが，原子力の本質である。将来はフツレ トニウ

ム 239やウラン 233などの核分裂エネノレギーも利用されるであろうが，実用

化にいたる道は遠い。

人々は，原子力が，無限にちかいエネノレギーを， 人類の将来に約束するか

のようにおもいがちである。しかし， じっさいには，どうなのであろう。

ウラン鉱資源の所在は，水や化石燃料のばあいとまった く同じよう に，地

理的にいちじるしく偏在している。現在， 1ポンド （450 g）当 り， 10ドノレ以

下の費用で稼行し，供給できるウランの富鉱量は， ソ連，中国閣をのぞいて，

約83万トン（U,Oaとして〉にすぎないといわれている （1968年〕。このうち，日

本にあるのは，わずか 2,000トンである。

このようにすくない ウランの資源量にたいし，日本だけでさえ，1985年ま
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でには， 9万トンのウランをつかうと予定されている。 1985年の l年だけ

で， 1万トンのウランを用い， 3,000万ないし 4,000万 kW の電力が，原子

力によって供給されると し寸 。日本の場合，ウラン資源のとほしいことから，

化石燃料とおなじく，ほとんどすべてのウランは外国に依存しなければなら

ない。日本の原子力委員会は，この困難を克服するため，核分裂をしないウ

ラン 238を，核分裂性物質のプノレトニウム 239に転換する高速増殖炉や転換

炉の開発を計画している。しかし，さきにものべたように，その技術的な完

成は，いつになるかわからない。

一方， 日本では豊富だといわれている水資源の将来はどうなのであろう。

私がすでに， しばしば指摘しているように， 日本では，たしかに降水量は多

い。しかし，土地の狭少，土地の傾斜，人口の多いことなどから，日本人の

つかえる水は，現在でさえ， l人 1日当り， 3 トンをこえることはなし、。こ

のことは，日本はまずしい水資源国の 1つに属することをしめしている。同

じ島国のイギリスでは， l人 1日当り， 10トン以上の水がつかえる。日本人

は， l人 1日3 トンの水で，農産物をつくり，森林をつくり，工業，都市用

水などのすべてをまかなわなければならないのである。

水もすくない，化石燃料もすくなしらまたウランもない，この国の将来

は，いったいどうなるので、あろうか。

ウラン資源の存在が，地球上でかたよった分布をしているばかりでなく，

降水量と同様に，年閣のウラン生産量にも，制限のあることに，人々は案外

気づいていなし、。人類はすでに古来から，地中の有用鉱物をとり，それから

有用な金属を生産してきた。このばあい，金属の需要，価格，採取生産の技

術，労働力，鉱物資源の量と存在の条件など，いろいろな因子がかさなりあ

って，その金属の生産量がきまる。

私は，地殻のなかに存在する金属のうちから，いったい，人々は 1年間に

どのくらいのものをとり出しているかということを， しらべてみた。その結

果を第 l表にしめす。この表には，鉄から金にいたる，いろいろな有用金属

の地殻における総量と，年閣の世界生産量 （1965年こ・ろ） が， くらべられてい

る。

比較の結果は，意外なことに，ほとんどすべての有用金属の総存在量と，
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第 1表 有用金属の年生産量（1965）と地殻内存在量

（地殻の買い，4. 2x101・ト ノとL士、

金 属 ｜ 原子量 ｜ 地殻平均！~ IA. 地殻内椛 I B.世界生産量／
(g・ atom／ 量 （g〕 年 （g)

B/A 

3. 8 0. 14×10-9 

マン カ’ン 55 ' 16 3. 700 6. 900 0. 19 

鉄 198, 980 785, 000 0. 39 

ニッケ ノレ 59 1. 7 421 I 400 0.095 

銅 64 0. 63 169 5,080 3. 0 

亜 鉛 ｜ 65 1. 2 328 3,860 1. 2 

モリブデン i 95 0. 14 56 42. 8 0. 077 

主艮 108 ヲ.3×10-4 0. 42 8. 2 1 95 

ス 7、 119 0. 34 170 195 0. 115 

アソチモン 122 4. 1×10づ 2. 1 64 3. 0 

金 197 2. 5×10 5 0. 02 1. 43 6. 9 

水銀 200 1×10-3 0. 84 8. 9 1 06 

63 2 640 4. 2 

ウラソ 238 l. 7×10-2 0. 17 （～170) （～l〕

年間採取量の比は，ほほ一定で，l.5×］QBから］QIOの範囲内にあることがわ

かった。 L、L、かえれば，有用金属の年間生産量は，全存在量の 7×10→から

10-10くらいのあいだにある， とい うことである。このなかで，7×lo→とい

う高い値は金のばあいで，金はかなり能率的にとり出されていることをしめ

す。その反対に，比較的有効な採取がおこなわれていないのは， ニッケノレや

モリブデン等である（1010）。

ウランのぼあい，その化学的，あるいは地球化学的な性質などから考えて

も，金のように，能率的に採取がおこなわれるとは考えられな い。 おそら

く，生産量と全存在量の比は 10→が限度であろう。

ウランの地殻内含量の平均値は 4×io-6g/gで， 地殻内のウランの総量は

l. 7×1 Q2Cgである。したがって，年閣のウラン生産量の上限は l.7×］Qllg 

(17万トン〉くらいであろう 。

このように，ウラン生産量に上限があるという ことは，原子力利用の将来

に多大の夢を托している人にとっては，かなりショッキングなことにちがし、

ない。
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21 世紀初頭の世界のエネルギー需要量は 1011MWH／年 とみこまれている。

このうち，かり に20%を原子力でまかなうとすれば，それだけで22万5,000 

トンのウランが必要である。この値は，すでにさきにのべた17万トンのウラ

ンの生産量の上限をうわまわっている。

100年後のみ とおしとして，世界の総エネルギ ー需要は 5×1011MWH／年

（現在の10倍）とし，その50% が原子力でまかなわれるとする。熱効率を50%

とすれば， 2万トンのウ ラン 235を必要とする。これはウランの 280万 トン

に相当する。 こんごの 100年聞にウランの採取技術がどんなに進歩 しても，

年間 280万トンのウ ランをとることはできないであろう。

こう 考え ると，すみやかに高速増殖炉や，転換炉が開発されるか，あるい

は核融合エネノレギーのとり出しが，はやく可能にならなければ，エネノレギ一

生産の制限により，人聞の文明の発展は，必然的に制限をうけることはあき

らかである。増殖炉や，核融合などの技術が完成するまでのあいだ，はたし

て，日本人は，17万トンのう ち， どのくらいのわりあてをうける ことができ

るであろうか。 たと えば，1985年度のウラ ン消費予定量の 1万トンの値でさ

え，すでに，あまりにも楽天的ではなかろうか。

核燃料の不足とともに，水資源の絶対量の不足により， 日本人はこんご，

なやまなければならないであろう。このよ うに，日本の原子力にも水にも，

こんごにいろいろな困難がある。その困難をどのように克服してゆくかによ

って，日本の国民の生活の将来がきまるであろう 。その意味から，原子力と

水との直接，間接の関係問題をここにと りあげ，これらの問題についての展

望をこころみることは，たいへん有益な ことである。

原子力と水との直接のかかわりあいには， 3つの面がある。その lつは放

射性廃棄物による水の汚染である。その 2は，原子力の生産過程における用

水と廃水の問題である。その 3は，原子力による淡水生産である。

このうち，も っとも大きい問題は水の放射能汚染である。水の放射能汚染

は，陸上と海洋にわかれる。放射性廃棄物を陸上で処分するとき，もっとも

障害になるのが水である。

アメ リカやソ連のように，大きい砂漠や，凍土地；貯をもっている国では，

水脈から遠く はなれた場所に，廃棄物を地下埋没している。
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しかし，それのできないイギリ スや，フランスその他の国では，廃棄物の

一部を海洋に処分しようとしている。ごくわずかのものはすでに河川，海洋

への放流，あるいは容器に入れての投棄をおこなっている。

放射性廃棄物の水圏への処分の成否が，原子力のこんごの運命をきめると

さえいわれている。私たちは，ここでは，原子力の平和利用についてのみ考

えているわけであるが，原子力はつねに軍事力とむすびついている。

軍事利用された原子力と，水との関係は，さらに複雑で，それによって人

類のうける障害はさらに大きくなるであろう。

これらの諸問題について，人類はこれから，いろいろな経験をつむであろ

う。それらがどのよう なものであるか。それぞれの分野の第一線の専門家に

よつでかかれたレビューは，私たちに多くのことを教えるにちがいなし、。

（東京教育大学教授，理博〉
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